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は じめ に
中国 において学校教育 が本格的 にスター トしたのは20世 紀初頭 のこ とである。
これ により近代学校 に通 う者一一学生が誕 生 し、そ の数 が漸次増 えてい ったが、
一方 で学校 に通 えない (通 わない)者 一―失学者 も大量 に生まれた。社会教育
(Shehui Jiaoyu)と は、こ うした失学者 (多 くが非識字者)の 知的 ・体力的向
上、それ による社会全体 の 「改良」を目的 として展開 された教育活動 の ことで
ある。なお、日本 にも社会教育 (Shakai Kyoiku)と 呼 ばれ る活動があるが (現
在 では生涯教育 とも呼ばれ る)、 中国の もの とは内容的 に大 き く異なる。そ のた
め、中国の社会教育 (Shehui JiaOyu)に 言及す る際 には以下 「社会教育」と表
記す る。
中国の 中央政府 が 「社会教育」 に積極的 に関わ るよ うになったのは 中華民国
北京政府 (1912〜 1928年 、以下 「北京政府」 と略称す る)期 以降である。北京
政府 は成 立後間 もな く教育部 (日 本 の文部科学省 に相当)に 社会教育司を設置
して「社会教育」の 中央集権化 を進 める一方、地方政府 に対 して も積極的 に「社
会教育」 に従事す るよ う促 したヽ しか し、 当時 の地方政府 には 「社会教育」を
率先的 に行 うだけの資金がなか つた。そ のため、実際の 「社会教育」事業は地
方 の名士 たちによつて実施 され、 中央政府や地方政府 はせいぜい彼 らの動 きを
監督す ることくらい しかできなか つた

2。

しか し、 1927年 に南京国民政府 (以 下 「国民政府」 と略称す る)力 ｀
成立 し、
る
と事態は大
した。
に
による国民革命が成功す
き
翌年 蒋介石
く変化
晴れ て 中国
の 中央政府 とな つた 国民政府 は従来 と比較 にな らないほ ど積極性 に「社会教育」
に関わ るよ うにな つたか らである (図 1)。
本稿 は、「社会教育」に対す る国民政府 のス タンスの変化が地方 の「社会教育」
において どの ように現れたのか を、 中国華北 の 中心都市・天津 を例 に明 らかに
した もので ある。国民政府 中央 の 「社会教育」事業 についてはこれまで もい く
つ か概略的な研究 があるが

3、

地方 にお け る「社会教育」の具体的な状況 につい
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(註 )教 育部編『 中華民国二十二年度全国社会教育統計』1936年 、20頁

〔
図 1〕 「社会教育」 の進 展状 況 (1928年 〜 1933年

より作成。

)

て 論 じた も の は ほ とん どな い 。 本 稿 に よ り、 国民 政 府 期 「社 会 教 育 」 に対 す る

理解 は さらに深まる と考 える

4。

なお、考察対象 に天津 を選 んだ のは以下 の 2つ の理 由 による。①清末以来天
津 では 「社会教育」が盛 んに行われてお り、それゆ えに史料 も豊富 に残存 して
いるため。② 国民政府期 の 「社会教育」 を論 じる上で北京政府期 の状況 と比較
する必要があるが、北京政府期 の 「社会教育」 の地方 にお ける状況 について詳
し く研究 されて いるのが天津 のみ であるため。
内容 に入 る前 に、本稿 で使用す る主な史料 について簡単 に紹介す る。
①天津特別市教育局編『天津特別市教育局教育公報』1929年 〜1937年。
国民政府期天津 の教育事業 は、以下で言及す るよ うに天津市教育局 とい う機
関が主管 していたが、 この雑誌 はその教育局 が発行 していた もので、下部機関
に対す る指示や、下部機関か ら上 申され た報告な どを掲載す る。また、 中央 か
ら天津市教育局 に対 して発 せ られた命令や、教育局 か ら中央 へ伝 えられた報告
な ども掲載 している。 中国国家図書館蔵。 中国縮微出版物進 出 回公司 よ リマイ
ク ロフイル ム (9巻 )力 ｀
発売 されて いる
5。

1931〜
『天津市十九・二十・二十一 。二十二年度教育統計表』
②天津市教育局編
1933生 F。

天津市 の 学校 教育 と 「社会 教 育 」 に 関す る統 計表 で あ る。 学校数や 「社会教
育」施 設数 だ け でな く教 員 の 出身地や 賃 金、講演所 で の 講演 内容 な どに関す る
18
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統計 も掲載 している。天津図書館蔵

(戸 部

健

)

6。

③天津広智館編『広智 星期報』1929年 〜1936年。
北京政府期 において、天津 の 「社会教育」 は天津社会教育舞事処 (天 津 の地
方人士 たちが組 織 )と い う団体 が主宰 していたが、 この 団体 は国民政府期 にな
る と天津市教育局 に接収 され、事業 の多 くは私立天津広智館 とい う後継組織 に
引き継がれた。
『広智星期報』はそ の広智館 の機関紙 である 広智館お よび広智
の
い
館 と関係 強 団体 の活動状況 を伝 える。天津図書館蔵。同館でマイク ロフイ
7。

ルム (2巻 )が 購入 できる。

1

教育局 の成 立 と天津 「社会教育」 の変容

(1)天 津市教育局 の成立
1928年 、蒋介石 に率い られた北伐軍 が北京 を落 とし、北京政府 は崩壊 した。
中国は国民政府 とい う新 しい政体 の もとに一部地域 を残 して統 一 され ることに
な つた。
この事実 は天津 にも大 きな影響 を及ぼ した。まず挙 げるべ きは、天津が市政
になつた ことである。従来天津 は直隷省天津県 の管轄下 にあったが、天津の市
区 のみ が天津県 より切 り離 され、新たに天津特別市 とな った (ま もな く 「天津
市」と改称 )。 行政院 の直轄市 とい う名 目上、天津市 には多額 の資金 が配分 され、
様 々 な事業が展開 された。そ うした事業 を担 当した のが市政府内に成立 した教
育 ・工務 ・財政 ・社会 ・.公 安な どの局 である
8。

教育局 には、初代教育 局長 として焦世齋 (在 任 :1928年 8月 〜1929年 2月 )
が就任 した。着任 した彼が最初 に行 ったのは従来 の各種教育機関お よびそれ ら
が行つていた事業 を接収す ることであ つた。そ してその方針 は、次期教育局長
の登
『慶瀾 (在 任 :1929年 2月 〜1934年 )の 時代 にも引き継 がれた
こ うした動 きは当然 「社会教育」機関や そ の事業 にも及び、1928年 12月 20日 、
これまで天津 の「社会教育」事業 を担 って きた天津社会教育非事処 は接収 され、
9。

舞事処管理下 の事業 の多 くは教育局 の所管 とな つた

10。

(2)教 育局 による 「社会教育」概観
教育局 には 3つ の科 が設置 され、そ の うち 「社会教育」を担 当 したのは第 2
科 であつた (第 1科 は学校教育、第 3科 は総務 を担 当)11。 そ の職掌 は図 2に あ
るように多岐 にわた つたが、それは主 に①教育実践 と②教材 の審査 とに大別す
Iθ

・ 党化 〔
党義〕教育 の普及
・ 民衆教育 の準備 と管理
・ 公 園 ・博物館 ・ 美術館 ・ 動植物 園 0図 書館 ・ 講演所 ・ 公共体育場 の建設 と管 理
・ 映画 フィルム・絵カ ー ド・劇本 ・ 歌曲な どの歌詞お よび各種 出版物 の収集 ・編集 ・

.
審査
・ 劇場 ・映画館 ・遊芸場 お よび各公共娯楽場 の調査 と改善
・ 市民礼俗 の調査 と矯正
・ 特殊教育 の実施
・ 「社会教育」機 関 の称揚 と指導
・ 「社会教育」研究機 関 の設置
・ 「社会教育」統計 の作成
・ そ の他 の 「社会教育」活動 の実施
(出 典)「 本局組織規程」
『天津特別市教育局教育公報』1929年

1期 、1929年 。

〔図 2〕 天津市教育局第 2科 職掌

ることができよ う。
①教育実践
教育局 の管轄下 には多 くの 「社会教育」施設 (つ ま り市立 「社会教育」施設 )
があつた。以下 では、そ の うち特 に活発 に活動 していた施設 について検討す る。

(A)通 俗講演所
北京政府期まで講演所 は社会教育舞事処 の管轄 であったが、 国民政府期 にな
るとすべ て教育局 の所管 となった。 名称 も変わ り、天斉廟 ・西馬路 ・地蔵庵
0

甘露寺 の各講演所 はそれぞれ第 一 ・第 二・第二・第四講演所 とな った。1933年
にはさらに第五講演所が新設 されたり。
表 1は 1930年 か ら1933年 にお ける講演所 の来館人数 お よび講演テ ーマ を示 し
たものである。それ による と、例 えば1933年 には2,968回 の講演 を583,114人 が
聴講 してお り、単純 に全聴講人数 を全講演回数で割 る と、 1回 の講演 を約 194人
が聴いていた ことになる。 しか し、 これはあ くまで も計算上 の数字 であ り、実
際 は講演内容 によつて来館人数 に大 き く違 いが 出た。表 2は 1930年 か ら1933年
までの 4年 間 に講演所 で行われた講演 で、 1回 あた りの観客数 が多 かった講演
内容 の上位 5位 を示 した もので ある。1贋 位 は毎年大 き く変わ つてい るが、そ の
中にあって毎年 上位 につ けていた 「経済」・「商業」 の講演 は民衆 に特 に好 まれ
た 内容 であった ことが うかがえる。また、「政治」や 「党義」も比較的上位 に見
える。民衆、特 に文字 の読 めない人々 にとって講演 は重要な情報供給源 とな っ
2θ
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表

1〕

天津市 の 各講演所 で講演 され た内容 と聴講人数
講
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天津市教育局編
『天
(註 )「 天津市十九 ・二十 ・二十一・二十二年度市立通俗講演所講演進度統計表」
津市十九 ・二十 。二十一 。二十二年度教育統計表』1931〜 1933年 より作成。

〔
表 2〕 1回 の 講演 ごとの聴衆数 トップ 5
＼

(註

1930年

1931年

1932年

1933年

文学 (170人 )

経済 (410人 )

商業 (392人 )

軍育 (309人 )

実業 (151人 )
芸術 (150人 )

政治 (290人 )

政治 (305人

)

経済 (276人 )

党義 (256人 )

社会 (293人

)

体育 (269人 )

科 学 (139人 )

教育 (210人 )

経済 (287人

)

党義 (224人 )

社会 (138人 )

実業 (202人 )

外交 (249人

)

国恥 (223人 )

)表 1よ

り作成。

″

ていた と思われ る
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(B)閲 報所、通俗図書館
一方、閲報所 と通俗図書館 は文字 を読 める人 々に対 して教育 を行 う施設 であ
る。閲報所 は講演所 同様、清末 に 5ヶ 所設立 され、北京政府期 には社会教育非
事処 の所管 になつていた
教育局は これを引き継 ぐとともにさらなる増設 をは
14。

かったため閲報所 は最終的 には10ヶ 所 とな つた。 1930年 の統計 か らは、 これ ら
閲報所 に年間のべ405,534人 が来館 していたのが分かる 1日 平均が約 1,110人
15。

でこれを10で 割ると、
ひ とつの閲報所 には 1日 約111人 の来館 があったことになる。
通俗図書館は民衆 に読 まれやすい本 (小 説や実用書な ど)を 所蔵 した図書館
である。1930年 の段階では 7館 存在 していた。また、 図書館 に行かな くて も図
書館 か ら本 を取 り寄せて もらって読 む ことができる「代舞処」とい う機関も21ヶ
所あ つた。1930年 の統計 では、通俗図書館 の年間 の利用者数 は592,322人 、代非
処 の利用者数は258,687人 、合計す ると851,009人 で、これ を単純 に365日 で割 る
と 1日 あた りのべ2,332人 が これ らの施設 を利用 していた とい うことになる
16。

(C)民 衆補習学校
民衆補習学校は学校 に通 うお金 のない子供 に対 し無料 で教育 を行 った施設で、
1929年 1月 以降、市内各地で設立 された。 これ と同様 の ものは北京政府期 にも
あ り、天津警察庁が管理 した貧民半 日学社や社会教育舞事処 が管理 した半 日学
校な どがそれであるが、それ ら半 日学校 と民衆補習学校 とは校舎数で雲泥 の違
いがあ った。すなわち、貧民半 日学舎 は33校 (1919年 当時)、 社会教育舞事処 の
半 日学校 は 2校 であったが、民衆補修学校 は1929年 の成立 当時 にすでに94校 も
あ り、 しか もそ の後 も校数 は順 次増加 した。生徒数 も多 く、例 えば1929年 には
100校 に5,492人 の学生が学んで いた17。

(D)民 衆教育館
民衆教育館は講演所 ・閲報所 ・博物館 な どの機能 を兼ね備 えた総合的な 「社
会教育」施設 で ある。 もともと通俗教育館 とい う名 で1915年 に江蘇省南京 に設
立 され、そ の後北京な どにも建て られたが、国民政府 はそ の有効性 に着 目し、
名称 を民衆教育館 と改めた上で、全 国 に普及 させた。そ の後民衆教育館 の数 は
急速 に増 え、1936年 には 中国全土 で1,612館 が存在 した
天津 には1931年 に設立 され、その後徐 々に数 を増や してい った。天津 の民衆
18。

教育館 については別稿 で検討 しているため、 ここでは深 く立 ち入 らない

19。
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②教材 の審査
教育実践 の場 で使用 される教材 を審査するの も教育局 の重要な仕事であった
例 えば 「天津特別市市立通俗講演所組織規程」 によると、講演所 はそ の月 に使
20。

用す る講演稿 (講 演原稿 )を 前月 の20日 まで に教育局 に送付 し、審査 を受 ける
ことを義務 づ けられ ていた舞。 こ うした講演稿 の うち優秀な ものは
『天津特別市
教育局教育公報』 に掲載 されたが、不適切な内容 を合む講演稿は書 き直 しを求
め られた

22。

また、こ うした教材 を使用 して講演 を行 う講演員 もチ ェ ックの対象 であつた。
1931年 に成 立 した 「通俗講演員検定条例」 には、新 し く講演員 になる人 も、 こ
れまで講演員をしていた人 もともに検定試験 を受 けるよ う定め られている。彼
らは試験で党義 (三 民主義や国民党 の政治大綱)と 社会常識 に関す る知識お よ
び演説 の技術 を試 され、不合格者 は以前講演 をして いた人であろ うと以後演台
に上がるのを許 されなか つた
23。

(3)「 社会教育」 の新展開

以上 か ら分かるよ うに、教育局 による 「社会教育」は多 くの点 で北京政府期
の 「社会教育」 を引き継 いでいた。その意 味 で 国民政府期以前 の 「社会教育」
と連続 していた といえる。ただ しその一方で、国民政府 期 になつて初 めて現れ
た要素 もある。以下、逐 一指摘 していきたい。
①教育規模 の拡大
まず注 目すべ きは、 この時期 において 「社会教育」 の規模が大幅 に拡大 した
とい うことである。 国民政府期以前 、天津 に存在 した 「社会教育」施設 とい え
ば前述 した社会教育排事処 とそれが管理す る 4つ の講演所 と 5つ の閲報所、そ
して直隷省 立 の図書館 と博物館 のみ であつた。 しか し、 国民政府期 になる と講
演所 が 5ヶ 所、閲報所 が10ケ 所 に増 え、これ に加 えて民衆補習学校が100校 、通
俗図書館 が10館 、通俗図書館代非処 が21ヶ 所、民衆教育館が 2館 、市立図書館
と美術館がそれぞれ 1館 ずつ設立 された。
「社会教育」施設 の数 が増 えた ことは 当然、「社会教育」のカバ ーす る面積が
拡大 した ことをも意 味す る。例 えば天津市第六区は市 の東南 に位置す る農村地
帯 で、本来教育 の盛 んな場所ではなか つたが、そ の後1937年 2月 に天津 で 2つ
目の民衆教育館 が設立 された。 これ によ りこの地域 に住 む10万 以上 の民衆が新
たに 「社会教育」 の対象 とな つた

24。

2θ

② 「社会教育」資金 の安定化
「はじめに」で も述べ た よ うに、北京政府期 の天津 において現地 の政府 が「社
会教育」 に関与す ることはほ とん どなか つた。そ のため 「社会教育」事業 は地
元 の名士たちによって行われ、教育経費 も地域社会か らの寄付 に頼 る部分が大
きか つた。
しか し、 国民政府期 に入 り教育局 が 「社会教育」 を担 当す るよ うになってか
らとい うもの、教育経費 は完全 に公費 によつて まかなわれ るよ うにな つた。実
際 に教育財政 を管理 したのは天津市教育専款保管委員会 で、
『 天津特別市教育局
教育公報』 にはこの委員会 の収支報告 がほぼ毎月掲載 され ている。それ を見 る
限 り、委員会 の収入 は毎月財政部 より振 り込まれ る 6万 元 とそ の利息 のみ で、
寄付な どは見当た らない。 この ことは1931年 に教育局 が編集 した『天津市十九
年度教育統計表』か らも確認できる

25。

③党義教育 の実施
民衆 に三民主義思想や国民党政治大綱 を宣伝す る党義教育 とい う活動は、 当
然北京政府期以前 の天津 の 「社会教育」 において行われてい なか つた。天津で
この教育 を主導 したのは1928年 の夏 に成 立 した中国国民党天津市党務指導委員
会宣伝部 (の ちの 中国国民党天津市整理委員会 宣伝部 )と い う組織 であった。
彼 らは 「社会教育」 こそ党義教育 にとって最 も有用な方法 と考 えていた。従 っ
て、「社会教育」の現場 では以後党義 に関わ る教育が頻繁 に行われ るよ うになっ
た
例 えば1933年 に 5つ の講演所 では241回 もの党義関係 の演説 が行われ、の
べ53,871人 を集めて い る
26。

27。

以上、天津市教育局 による 「社会教育」事業 の動向 について見 て きた。検討
を通 して、教育局が清末以来続 いて きた天津 の 「社会教育」事業 を引き継 ぎ、
豊富な資金を投下 して事業 をさらに拡大 させていった ことが 明 らかにな つた。
また、それ に伴 い資金調達 の あ り方や教育方法・教育内容な ども相当変化 した
ことが確認 できた。 とりわ け国民党 に関す る知識 の教授 が行われ るよ うにな つ
た ことは、「社会教育」がい よい よ独裁政 党 によるイデオ ロギー宣伝 に利用 され
始 めた ことを示 している。 こ うした事実 か ら、南京国民政府 の 「社会教育」重
視政策 は天津 の 「社会教育」 の あ り方 を大 き く転換 させ る力をもつた とい うこ
とができよ う。
ところで、北京政府期天津 の 「社会教育」事業 を担 った天津社会教育辮事処
は既述の よ うに1929年 に天津市教育局 に接収 された。ただ、社会教育舞事処 が
24
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行 って きた事業 の うち い くつ か は接 収 されず に残 り、私 立天津 広智館 とい う施
設 を中心 とす る グル ー プ (以 後 「広 智館 グル ー プ」 とす る)に そ の運 営 が 引 き
継 がれ た。 つ ま り広 智 館 グル ー プ もまた、教 育局 同様 社会教 育辮 事処 の後継組
織 と言 うこ とがで き る。次章 で は この広智 館 グル ー プの 動 き につ いて 検 討す る。

2

広 智 館 グル ー プの 動 向

(1)社 会教育辮事処か ら広智館 グル ー プヘ
天津広智館 は1925年 に成 立 した小型 の博物館 で、 もとより社会教育辮事処 の
附設機関であつた。山東省済南 にあ つた広智院 とい う博物館 がモデル とな つて
国民政府 の時代 に入 る と先述 の よ うに社会教育辮事処は消滅 し、そ の事
業 は新 たに誕生 した天津市教育局 に引き継がれた。ただ し、この時接収 されず に
残 つた事業 もあ り、広智館 もそ の一つで あ つた。以後、接収 を受 けなか つた「社
いる

28。

会教育」事業 のほ とん どは この広智館 の下 で組織 され るよ うになつた
天

津

社

会

教

育

非

(図 3)。

事 処

・『社会教育星期報』0採 訪局
・ 講演所 (4ヶ 所)。 広智館
0閲 報所 (5ヶ 所)・ 巡回講演
の刊行
0節 婦表彰
0存 社
・ 女子小学 (11校 )・ 文廟歳修舞事処・ 芸劇研究社
0半 日学校 (2校 )0文 廟典祭社
0芸 曲研究社 ・ 禦冬儲金会
0芸 曲改良社蓄目部

0国

文観摩社
・ 天足会
・ 崇倹会

崇 化学会

広智館 グル ープ

天津市教育局

・ 女子小学 (11校 )

・ 禦冬儲金会
・ 節婦表彰
0存 社
0『
広智館星期報』
の刊行
・ 国文観摩社
0水 西荘遺址保管
委員会

係接
関密

0講 演所 (4ヶ 所)
0閲 報所 (5ヶ 所)

天津広智館

〔図 3〕 社会教育辮事処関連事業 の分化
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確 か に文廟 (孔 子廟 )歳 修辮事処 の よ うに、 この時広智館 の附設機関 とな ら
ず独立 した事業 もあ ったが、それ らはみな独立後 も広智館 との間 に強い関係 を
有 していた。また、崇化学会 の よ うに、附設機 関ではないが もともと社会教育
非事処 と関係が深い組織 に対 して も、広智館 は依然 として親密な関係 を保 って
いた。 こ うした事実は、広智館 の機 関紙『広智星期報』 が文廟や崇化学会関係
の記事 を掲載 していた ことや、広智館 ・文廟歳修非事処 ・崇化学会 の幹部 の顔
ぶれがほぼ同じだ つた ことか ら知 ることができる

29。

以上 か ら、社会教育舞事処 の活動 は、規模 の縮小 こそあつたものの、実質的
には広智館 を中心 とす る集ま リーー広智館 グル ープに引き継がれた といえる。

(2)広 智館グル ー プの活動
広智館 グル ー プの活動 は大 き く①博物館、②古文教育、③儒教道徳 の宣揚 の
3つ に分 けられ る。以下個別 の状況 について説明す る。
①博物館
博物館事業 は広智館 が行 う事業 の 中で も主要な もの といえる。それは主 に収
集作業 と展示作業 に大別 できる。
収集作業 においては、例 えば天津近辺の遺跡 に赴いて遺物 を収集 した り、現
存す る歴史的建造物の写 真 を撮影 した りした。また、天津内外 の名士たちに文
物 の寄付 を願 い 出る こともあ った。そ うした文物の中には貴重な もの も少な く
なか つた

30。

収集 された文物 は分類 されて広智館 の各部屋 に展示 された。天津広智館編
『天
いるが、
の
そ
津広智館十周年紀年報告』 には1935年 当時 展示状況 が載せ られて
れ によると展示 は、美術類、陶盗類、化石類、積物類、人種風俗類、食衣住行
類、製造類 、農具類、薬用植物類、植物類 、礼制類、動物類、儀器類、 自然現
象類、貨幣類、武術類な ど多岐 に亘 っていた ことが分 かる譴。
か よ うに貴重な文物 を収蔵 した広智館 であったが、そ の反面展示 を見 に来 る
人は少なか つた。例 えば、
『広智館星期報』の記事 か ら1935年 の参観状況 につい
て集計 してみると、毎月 の来館者数は300人 程度 であ り、これ を単純 に30日 で割
ると 1日 の来客 は10人 ほ どであった
しか も客 のほ とん どが社会見学 を目的 とした小 中学生 であ り、それ以外 の一
32。

般客は微 々たる もので あ った。確 かに、 3日 間で8,000人 が来館 した 日 (1930年
10月 9日 〜11日 )33ゃ 、2日 間で600人 が来館 した 日(1931年 8月 26日 〜27日 )34も
それ以前 にはあったが、 これ らはみな入場料が無料だ ったか らである。
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②古文教育
古文教育 は広智館 の附設組織 である国文観摩社や友好団体 の崇化学会で行わ
れた。
国文観摩社 は、古文 のすば らしさを学ぶ ことを目的 とする組織 で、社会教育
非事処 の附設組織 として1927年 に誕生 した。社会教育舞事処 の接収 によ リー度
活動 を停止 したが、まもな く復活 し、 国民政府期 を通 じて活動 を続 けた。顧問
には天津内外 の名士 が就 いている。入会 に際 しては 「18歳 以上 で 中学卒業程度
の学力を有す る」 とい う比較的高 いハ ー ドル を設 けたが、それ にもかかわ らず
入会者はそれな りにあ つた とされ る。国文観摩社で優秀な成績 を収めた生徒は
崇化学会 に進学す ることができた
35。

36な
どによって
崇化学会 は、読経 の復活 を提唱 し、国学 を維持す る目的で厳修
1927年 に設立 された団体 である。国学 を学ぼ うとす る者 に義理 (宋 学)・ 訓詰 ・
37に
引き
掌故 を教授 した。成 立 2年 後 に会長 の厳修 を失 うが、会 は盟友の華世奎

継 がれ、 さらなる発展 を遂 げた

38。

③儒教道徳 の宣揚
かつ て社会教育舞事処 は 「古 くか らの道徳 を培養す る」 ことを活動宗 旨 とし
て掲 げ、儒教道徳 の宣揚 に力を入れていたが、 これ について も広智館 に引き継
がれた。
例 えば広智館 の機関紙『広智 星期報』は儒教道徳 に関す る記事 を多 く掲載 し
ている。そ うした記事 の多 くは 「道徳 の碩廃 がひ どい現在だか らこそ儒教道徳
を大事 にしな けれ ばな らない」 ことを力説す るもので あ った
39。

それゆえ彼 らは文廟 の保存 にも力を入れて いた。その事業 を専門に担 当した
が文廟歳修非事処である。文廟歳修非事処 は1925年 に設立 され、社会教育舞事
処が活動 を主管 してきた。 1929年 に社会教育舞事処 の接収 に伴 い文廟歳修舞事
処 は独立 したが、そ の後 も広智館 と協力 して文廟 の補修や保存 に努めた
40。

(3)広 智館グル ー プと天津市教育局 との関係
以上 の考察 か ら明 らかにな つた よ うに、北京政府期 に天津社会教育舞事処 の
下で行われ てきた各種 「社会教育」事業 は、国民政府 の時代 に天津市教育局 と
広智館 グル ープ とに、つ ま り「市立」事業 と 「私 立」事業 とに分かれた。 しか
し、だか らといつて両者 の関係 が これで切れて しまった とい うわ けではない。
4の きである。 は1933年 か ら 2年 間広智館
動
彼
それ を象徴 しているのが、李金藻
館長 を務めた後、1936年 に教育局長 に就 任 した。教育局 と広智館 との人事面で
27

の重複 はそれ以外 にもあ り、詳 し くは図 4を 参考 にしていただ きたい。
こ うした背景 もあ り、広智館 グル ー プは教 育局 か ら経済的42に も政治的43に も
様 々な保護 を受 けていた。そ して、それ を好機 と捉 えた広智館 グル ープは社会
教育舞事処時代 か ら懸案 となっていた様 々な事業 を ここで解決 しよ うとした。
まずは 「水西荘遺跡」 の修復事業が挙 げられ る。水西荘 とはオ正元 (1723)
年 に天津 の塩商査 日乾 ・為仁親子 の手 で天津城西方 の南運河沿 い に開設 された
庭 園の ことい う。塩商や文人が集まるサ ロン として機能 し、全盛 期 には乾隆帝
水
もしばしば外遊 に来 るほ ど名声 を博 したが、
査氏 の没落以後荒廃 していた
・
つ
の
が
していた
てその修復
西荘 価値 を高 く評価
保存 提案 された
厳修 によりか
44。

ことがあったが、結局実行 に移 され ることはなか つた。そ の水西荘 の修復 に広
智館 が取 り掛か ったので ある。広智館内に設置 された天津水西荘遺址保管委員
会 は1933年 以後頻繁 に会 合 を開いて水西荘遺跡保存 の具体案 を練 るとともに、
散逸 していた遺物 の収集 を行 った
地方志編纂事業 の再開もやは りこの時期であつた
45。

46。

この事業 はもともと前 中

華民国大総統 の徐世 昌 によって提案 されたもので、彼 は厳修や華世奎な どと協
議 した上で、1915年 に修志局 を設立 し、高凌要47と 王守悔48の 二人 に資料 の収集 ・
編集 をさせ ることにした。 高 と王は精力的 に資料 を収集 し、 1920年 代 の前半 に
編集 を完了 したが、混乱 した社会情勢 の 中で 出版 できず にいた。 しか し、 この
事業 も国民政府期 になる と再開 され ることにな り、1931年 には高 が編集 した部
分 (地 方志 の後半16巻 )が 『天津県新志』 として出版 され、そ の 7年 後 には王
の編集 した部分 (前 半16巻 )が『天津政俗沿革志』として出版 された
この う
・
・
ち『天津県新志』は宣統 3(1911)年 まで の任官者 科挙合格者 烈女な どを
49。

網羅的 に掲載 し、一方『天津政俗沿革志』は主 に光緒新政期 の天津 の様子 につ
いて述 べ ている。
以上 の よ うに、広智館 グループは教育局 との連携 を保 ちなが ら依然 として活
発な活動 を続 けていた。確かに社会教育舞事処 か ら事業 を移管す る過程で広 智
館 グル ープの活動範囲が大幅 に狭 ま ったが、そ の ことはむ しろ広智館 グル ー プ
にとつてプ ラスの意 味を持 ったのではなかろ うか。講演所や図書館な どとい つ
た負担 の重い事業 を教育局 に任 せ ることで、従来か らの懸案 に手 をつ けること
ができるよ うになったか らである。
広智館 グループの事業 内容 か らは、彼 らの活動 の重点が 「保存」 にあ つた こ
とが見 て取れる。現代 において利用可能 な 「よい」 もので あれば (あ くまで も
広智館 グループの判断 によるが)、 た とえ「伝統的」なもので あ った として もそ
れは残 さな ければな らない。そ う考 えたか らこそ彼 らは道徳や古文、そ して歴
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〔
表 3〕 天津広智館董事 一 覧 (1935年 )
経歴 (1928〜 1937)

最終学歴

名前

時子 周 保定大学堂

(1928)河 北省教育庁科長、(1930)天 津市立師範学校校長、(1931)国 民党天津
市党部委員、(1935)国 民党中央委員、(1936)寧 夏省政府委員兼教育庁長

劉嘉深 進 士

地方名流 (1936年 卒)

高凌要 挙 人

城南詩社社員、崇化学会教習、(1938)『 天津県新志』を編纂
孔廟歳修辮事処総董
崇化学会主席董事、
塩商、
城南詩社社員、
天津八大家、

華世奎

挙人

広智館館長、(1935)天 津市教育局長、(1936)
(1929)河 北省教育庁主任秘書、
弘文学院師範科
李金藻 生員、
河北省政府委員兼教育庁長
弘文学院師範科 天津模範小学校長
劉宝慈 挙人、
天津市立通俗教育会会
天津市貧民救済院院長、
(1929)天 津特別市政府参事 、
弘文学院師範科
陳宝泉 生員、
長、(1931)河 北省政府委員兼教育庁長 (1937年 卒)
弘文学院師範科 匹文学校国文教員、国学研究社教師、のち国立北平芸術専門学校国文教授
陳恩栄 挙人、
そ の他東北政務委員会委員な ど多数 の職 を兼任
南開大学校長 、
南開大学教授
張彰春 コロンビア大学名誉博士 張寿春 の弟、
塩商、(1936)天 津市商会会長、(1937)天 津治安維持会委員
王竹林
経理
十椒成 ニューヨーク大学商学院 天津八大家、隆順溶 中薬店社長、(1935)天 津中央銀行副理、
張 伯苓 北洋水師学堂

広智館陳列部 主任、(1929)城 西画社を組織
(1929)天 津特別市教育局長兼社会局 長
国民党政府衛生部医政司司長、(1931)内 務部衛生署技正、(1932)軍 政部陸軍
(日
)
本
伝染病研究所
厳智鐘
軍医学校校長
陸文郁

鄭慶瀾 弘文学院師範科

厳智開 コ ロン ビア大 学
陶孟和 ロン ドン経済学院
趙聘卿
趙元礼 挙 人

天津市美術館館長
(1929)北 平社会調査所所長 、(1934)中 央研究院社会科学研究所所長

天津市商会常務委員代理会長、中国紅十字会天津分会
天津房産業公会会長、
会長な どを歴任、(1937)天 津治安維持会物資調整委員会委員
城南詩社社員
天津造膜公司経理、中国紅十字会天津分会会長な どを歴任、

濠j作 家
広智館編集部主任、
韓梯雲 保定師範学堂
生員、
東京高等師範学 広智館副館長
張鴻来
校博物学専科
(1932)国 難会議会員
孫 洪伊 私 塾
〃

糸
申

天津市教育局督学、(1931)天 津市市立図書館館長

張̀̀金
寿

地方名流

徐克達 天津県師範講習科

天津公立商科職業学校校長
不動産業
天津八大家、
回民、

穆竹孫
張 仲元 直隷高等工 業学校

劉孟楊 生 員

(1931)天 津市商会主席
天津貧民救済院長な どを歴任
天津市 自治監理処長、
『白話晨報』
社社長、
(1929)河 南省政府委員兼工商庁長、(1931)天 津告品所董事長

宋寿恒
全紹清 ハーバード大学公衆衛生科 天津市衛生局長、(1931)天 津市政府参事
齊国梁 スタンフォード大学教育修士 河北省立女子師範学院院長
閻子亭 香港大学土木建築系 (1933)天 津工務局長
宋蘊撲

貿易商、(1931)『 天津史略』を編纂

教育局督学、(1931)天 津市立民衆教育館館長
〔
出典〕
『天津広智館十周年紀念報告』天津広智館、1935年 、 3〜 5頁 。 ( )内 は年号。なお、上記以外にも以

孫 士深 天河両級師範

下 のよ うな董事がいるが詳細は不明である。張釣孫、董杏村、張紹山、華正船、諄鶴僣、李紹軒、周紹儀、
呉象賢、周紹勲、周支山、華午晴、趙廊如、張澤民、曹稚香、挑品侯、張幼愧、高撲齊 、黄耀庭、蒔賛青、
威佑愧、華海門、楊子若、徐幽客、朱祝順、李仲可、馬桂生、王所安、雲子玉、楊鹿賓、安幹臣、餐1利 川、
婁魯青、王静安、金品三、王暁岩、林次和。
〔
参考〕中国人民政治協商会議天津市委員会文史資料研究委員編『天津近代人物録』天津 :天 津市地方史志編修委
員会総編輯室、1987年 。
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史文化遺産な どを保護 していった。 こ うしたスタンスは言 うまで もな く社会教
育辮事処 の精神を継承 したものである。
ここで重視すべ きは、広智館 グループによるこ うした 「保存」活動 が当時 の
政府 に保護 された ことで ある。五四新文化運動以来、教育現場 において 「伝統
的」な内容 を語 ることは新文化派な どか らの強 い批判 にさらされ るよ うになっ
た
￨こ もかかわ らず国民政府が広智館 グル ープの活動を支持 した とい う事実は、
国民政府 自体 が 「伝統的」なもの をある程度好意的 に捉 えて いた ことを意 味 し
50。

よ う。
いずれ にせ よ国民政府 期天津 の 「社会教育」 は、北京政府期以前 の要素 を多
く引き継 ぎなが ら拡大 していった と言 うことができる。

おわ りに
本稿 で明 らかにな つた こ とは以下の とお りである。
国民政府 の 「社会教育」重視 の姿勢 は、天津 の 「社会教育」 の あ り方 を大 き
く変 えた。 この時期新た に誕生 した天津市教育局 は、天津社会教育舞事処 を接
収 しその事業 の多 くを引き継 いだ。その上で多額 の資金 をつ ぎ込 んで 「社会教
育」イ ンフ ラの整備 に励 んだ結果、天津 「社会教育」 の規模 はかつ てないほ ど
までに拡大する ことにな った。また、「社会教育」に対す る国民党か らの関与が
強ま ったため、 この時期以降 の 「社会教育」は、民衆知識 の 向上 を謳 う教育機
関 としての性格だ けで な く、国民党へ の忠誠心を涵養す る宣伝機関 として の性
格 をも具備す るよ うになった。
一方、天津 の 「社会教育」をそれ まで主宰 してきた社会 教育舞事処 は、教 育
局 に接収 された ことで歴史の舞台 か ら退場 した。ただ、社会教育舞事処 の 同人
達 は広智館 を中心 に、教育局か らの政治的・経済的援助 を受 けなが らそ の後 も
活動 を続 けた。その活動範囲は以前 に比べ れば当然縮小 したが、それで も博物
館 ・古文教育 ・儒教道徳宣揚 。遺跡保護 ・地方志編纂 な ど、ある意味で 「守 る
べ き過去 の遺産」を 「文化」 として保存す る活動 においては重要な役割 を果た
していた といえる。
本稿で明 らかにできたのは天 津 とい う一都市 についてのみ であ り、 この例 を
もって 国民政府期 「社会教育」 の地方 にお ける展開 の あ り様 を代表 させ ること
はできない。 当然地域 によって様相は異な つた と考 えられ る。特 に国民政府 の
影響力が強 い江南地域 の状況 は天津 と大 き く違 っていたか も しれない。そ うし
た地域 の状況 について も確認 してい く必要 があるだろ う。今後 の課題 とした い。
θθ
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北京政府教育部 による 「社会教育」事業 の動 向につい ては以下 に詳 しい。李
建興『中国社会教育発展史』台北 :三 民書局、1986年 。PaulJ.Bailey,R■ η z
g五 ′′
dsき嗚 %ル γEグ %ε α θπ グπEα γみ′
s ttω α′
παθ
グ
′
力θPθ ψ ルrC力 α夕
′
多
Ogグ タ
Jグ

πα,Edinburgh,EdinburghUniversityPress,1990.
姥′
ん―
Cθ πJ%̀9Cカ グ
rttθ π′
王 雷『 中国近代社会教育 史』北京 :人 民教育出版社、2003年 。
北京政府期 に地方 にお いて行われ た 「社会教育」事業 の動 向につい ては、以
前筆者 が天津 を例 に論 じた。拙稿 「中華民国北京政府期 にお ける通俗教育会
『史学雑誌』113編 2号 、2004年 。
一天津社会教育辮 事処 の活動 を中心 に一」
「
ついて
概観 した ものに以下な どがある。李
南京国民政府期 の 社会教育」 に
建興前掲書。李華興『 民国教育史』上海 :上 海教育出版社、1997年 。王雷前
掲書。また、国民政府期 に登場 した総 合的な 「社会教育」施設 である民衆教
育館 について は横 山宏 「中華人民共和国 にお ける人民文化館― そ の沿革 を中
心 にした若干 の考察一」
『早稲田大学大学院文学研究科紀要』35輯 (哲 学・史
学編)、 1989年 がある。 さらに、国民政府期江蘇省 の 「社会教育」 に大 きな影
響 を及ぼ した命慶棠 とい う人物 と彼女が設立 した江蘇省立教育学院 に関 して
は新保敦子 「中国 にお ける民衆教育 に関す る一考察一命慶棠 と江蘇省立教育
『早稲 田教育評論』15巻 1号 、2001年 がある。
学院 をめ ぐって一 」
なお、本稿 には姉妹篇がある (「 民衆教育館 による『社会教育』の変容過程‑1920
『近 きに在 りて一近現代 中国を
年代後半 か ら1940年 代天津 の事例 を中心 に一」
め ぐる討論 のひ ろば― 』50号 、2006年 )。 あわせて参照 されたい。
中国縮微 出版物進 出 口公司は中国国家図書館分館 (北 京市文津路 7号 )の 敷
地内にあ り、全国図書館 文献縮微複制 中心 とい う団体 によリマ イク ロフイル
ム化 された資料 を販売 している。全国図書館文献縮微複制 中心はこれまで以
下 の よ うなマイ ク ロフイル ム ロ録 を発行 している。全 国図書館文献縮微複制
中心編『1861〜 1949 中文報紙縮微品目録』 (一 )北 京 :中 国書籍出版社、1993
年。同編『 1833〜 1949 中文期刊縮微品 目録』 (一 )(二 )、 北京 :中 国標準出
版社、1996お よび1997年。
天津図書館所蔵 の新聞 ・雑誌 について は、貴志俊彦等編『天津史文献 目録』
東京大学東洋文化研究所附属東洋学文献 セ ンター、1998年、301〜 314頁 、で
知 ることができる。また、天津図書館・天津市槽案館 の利用状況 については、
『 中国都市芸能研究』 2輯 、2003
拙稿 「山西省図書館・天津図書館利用案内」
年、 を参照 の こと。
『広
天津社会教育舞事処は『天津社会教育星期報』 とい う雑誌を発行 していた。
θI

智星期報』 はその後継紙 である。
:北 平蘊行商行、1930年 、 2頁 。天津特別市はそ の

8宋 蘊瑛『天津志略』北平

後1930年 に天津市 と改名 し、そ して1930年 11月 には河北省 の直轄市 とな つた。
しか し1935年 には再び行政院 の直轄市 に戻 つた (天 津市地方誌編修委員会編
『天津簡志』天津 :天 津人民 出版社、1991年 、 5〜 6頁 )。

9前 掲『天津志略』73頁 。

Ю 「七項声明」
『広智星期報』1929年 1月 13日 。
「
・
本局組織規程」
『天津特別市教育局教育公報』1929年 1期 、1929年 。

2「 天津市 二十 二年度市立通俗講演所講演進度統計表」天津市教育局編『天津
市二十二年度教育統計表』1933年 。

131930年 に天
津市民618,096人 を対象 にした調査 によると、 当時天津市 の 「不識
字率」 は58。 7%(男 性 :44.1%、 女性 :83。 3%)で あ った とい う。ただ し、

この調査 には何 をもって 「不識字」であるか とい う定義は示 されていない (天
津市識字運動宣伝委員会『天津市不識字人 口統計』1931年、 2頁 )。
紹祖編著『津門校史百彙』天津 :天 津人民出版社、 1994年、205頁。

]4張

15「 天津市十九年度市立民衆閲書報所閲

市十九年度教育統計表』1931年 。
16「 天津市十九年度市立通俗図書館閲

覧人数統計表」 天津市教育局編『天津

、「天津市十九年度市立通
覧人数統計表」

俗図書館代非処閲覧人数統計表」前掲『天津市十九年度教育統計表』所収。
掲戸部 「中華民国北京政府期 にお ける通俗教育会」66お よび70頁 。「本市教

17前

育概況報告書」
『天津特別市教育局教育公報』1929年 8号 、1929年。
育部社会教育司主編『民衆教育館』上海 :正 中書局、1947年 、 1〜 9頁 。
り前掲戸部 「民衆教育館 による
。
『社会教育』 の変容過程」
18教
20講

演原稿 の審査 については、北京政府期 にも行われて いた。すなわち、 中央
の教育部 に設置 された通俗教育研究会が全国か ら講演原稿 を収集 し、審査 し
ていた (上 田孝典 「民国初期 中国における社会教育政策 の展開一『通俗教育

研究会』 の組織 とその役割 を中心 に一」
『 アジア教育史研究』14号 、2005年 )。
ただ、当時の 中央政府 の力量か ら鑑みるに、その影響力はそれ ほど強 くなか つ
たのではなかろ うか。

2「 天津特別市市立通俗講演所組織規程」『天津特別市教育局教育公報』1929年
11号 、1929年 。
22例 えば、

『天津特別市教育局教育公報』1931年 62号 、1931年 には第一通俗講演
所講演員 の王建新が書 いた 「識字運動」 とい う講演稿 が掲載 されて いる。

23「

通俗講演員検定条例」
『天津特別市教育局教育公報』1931年 62号 、 1931年 。
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24『 天津市市立第 二民衆教育館概況』1937年 、1〜 2お よび11〜 12頁 。
25そ もそ も毎月財政部 よ り振 り込まれ る 6万 元 の来源 は、ブ リティッシ ュ・

ア
バ
コ
・
バ
メ リカ ン タ コ会社 が代理徴収 していた巻 きタ
税 の一部 であうた (江
「
『
58輯 、1993年 、
慶瀾―」
天津近代小学教育家一登
『天津文史資料選輯』
桂年
「
95〜 96頁 )。 なお、国民政府 は1929年 に 社会教育」経費 を教育費全体 の20%
以上 にす るよ う定 めたが、天津はそ の要求をク リアできた数少ない都市 の 1
つ だった (1929年 と1930年 に達成、そ の後 も平均 15%程 度 を維持 した。王雷
前掲書、115〜 122頁 )。

26国

民党天津特別市党務指導委員会 宣伝部『宣伝工 作概況』1929年 。彼 らは党
義教育 の手段 として① 口頭宣伝 (講 演所や巡回講演隊 による演説 ・ ラジオ放
送 ・演濠j・ 学校 の朝礼 にお ける演説 )と ②文字 宣伝 (標 語 の散布、書籍 ・雑
誌 。新聞・画報 での教育 )の 2つ を考 えていた (同 、1〜 3頁 )。

27「 天津市 二十 二

年度市 立通俗講演所講演進度統計表」前掲『天津市 二十二年

。
度教育統計表』
28天

津広智館編『天津広智館十周年紀念報告』1935年 、1〜 2頁 。
ぅした幹部 の多 くは城南詩社 とい う詩人 め会 の 同人 であった。城南詩社 に
ついては以下 に詳 しい。章用秀『天津地域典津清文学』天津 :天 津社会科学

29こ

院出版社、2000年 、 167〜 168頁 。
『天津文史資料選輯』62輯 、1994年 、142
紫明 「二三十年代的社会教育活動」

30馬

頁。
譴 天津広智館編『天津広智館十周年紀年報告』1935年 、 5〜 6頁 。
32『

広智館星期報』1935年 8月 4日 、10月 6日 、 11月 10日 、12月 1日 、1936年
1月 5日 、26日 、3月 1日 、4月 5日 、5月 3日 、6月 7日 、7月 5日 、8

月 2日 、9月 6日 、10月 4日 、11月 8日 、12月 6日 。
『広智星期報』1930年 10月 19日 。
広智館報告入館人数」

38「
34「

『広智星期報』1931年 9月 6日 。
本館消息」

35「

国文観摩社簡章」
『天津社会教育星期報』1927年 10月 23日 。「七項声明」
『広
13日
1929年
1月
。
智星期報』

36厳

修 (1860〜 1929)、 字 は範孫、祖 は浙江人で 7世 祖が天津 に移 り住む。光緒
の進士。 1894年 に貴州学政 を勤 めた後、天津 に帰 り、興学活動 に邁進 す る。
1904年 には直隷学務処 を督舞 し、翌年学部侍郎 に就任す る。辛亥革命後 はひ

たす ら天津 の教育事業 を支 えた (中 国人民政治協商会議天津市委員会文史資
料研究委員会編『天津近代人物録』天津 :天 津市地方史志編修委員会総編輯
室、1987年、 131〜 132頁 )。

37華

世奎 (1863〜 1941)、 字 は啓臣、天津人、光緒 19年 の挙人。生家は代 々塩商
を営み、天津八大家 のひ とつ に数 えられ る。1911年 に親貴 内閣 の構成員 とな
り、正三 品まで上がったが、辛亥革命後 は官職 に一切就かなか つた。書法家
として も有名 (前 掲『天津近代入物録』78頁 )。
炎臣 「厳範孫与崇化学会」
『天津文史資料選輯』38輯、1987年。

38劉

39例 えば 「

説尊崇孔孟」
『広智 星期報』1932年 11月 6日 ・ 13日 な ど。
自体 は国民党の命令 により1934年 まで禁止 されている

40た だ、文廟祭礼

(「

子L子

『広智星期報』1934年 9月 9日 )。
誕辰紀念」
襲

李 金藻 (1871〜 1948)、 字 は芹香または琴湘、天津人、光緒 の生員。1903年 に
日本弘文学院師範科 に留学、帰国後 は直隷省視学 な どに就任す る。辛亥革命
後 は直隷省巡按使公署教育科主任、天津社会教育非事処処員、江西教育庁長、
広智館館長、天津市教育局長、河北省教育庁長 な どを歴任 した (前 掲『天津
近代人物録』161〜 162頁 )。

42広

智館は教育局 よ り毎年4,800元 の補助 金 を受 けられ るよ うにな つた

(「

私立

社会教育機関経常 (補 助 )費 統計表」前掲『天津市十九年度教育統計表』)。
育局は広智館 の前史、すなわち清末以来 の社会教育 の業績 を正 当化 させ る

43教

ことにも力を入れ ていた。例 えば、教育局 の下部組織 である民衆教育館 は中
学校や 「社会教育」 の教材用 として『天津的模範人物』 とい う冊子 を編集 し、
そ の 中で清末以降天津 の教育事業 を先導 してきた厳修、お よび社会教育舞事
処 の総董 として長 らく天津 の 「社会教育」 を主導 してきた林兆翰 を表彰 して
いる (『 天津的模範人物』天津 :天 津市立民衆教育館 、1935年 )。
44張

『天津文史』20期 、 1997年 。
仲 「水西荘典塩商文化」
、1934年 12月 9〜 16日 、
広智星期報』1933年 10月 8日 「水西荘遺址保管近聞」
「
、1935年 4月 28日 「天津水西荘遺址保管
允 説幾句関於『水西文物展』的事」

45『

委員会第二次等備会議紀録」、1935年 6月 9日 「天津水西荘遺址保管委員会第
三次等備会議紀録」
t1935年 6月 30日 「天津水西荘遺址保管委員会第四次等備
、
、1935年 7月 28日 「天津水西荘遺址保管委員会第五次等備会議紀録」
会議紀録」
1935年 9月 29日 「天津水西荘遺址保管委員会第七次等備会議紀録」
、10月 27日

「天津水西荘遺址保管委員会第八次等備会議紀録」
、1935年 12月 15日 「天津水
、1935年 12月 29日 「天津水西荘遺址
西荘遺址保管委員会第九次筆備会議紀録」
、1936年 3月 22日 「天津水西荘遺址保管委員
保管委員会第十次等備会議紀録」
、5月 3日 「天津水西荘遺址保管委員会第十二次等
会第十一次等備会議紀録」
1936年
10月
11日 「天津水西荘遺址 保管委員会第十六次等備会議
、
備会議紀録」
、
紀録」、1936年 11月 15日 「天津水西荘遺址保管委員会第十七次等備会議紀録」
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南京国民政府の成立と地方における「社会教育」の変容―天津を例に一

(戸 部

健

)

。 しか し、
1936年 12月 27日 「天津水西荘遺址保管委員会第十八次等備会議紀録」
遺跡保存活動 はそ の後 日中戦争 により頓挫 した。
事業 を広智館 が主催 した とい う証拠 はいまだ発 見 されてお らず、 これ を

46こ の

広智館 の事業 として論 じて よいか どうかはなお問題が残 るところである。た
だ、実際にこの事業 に関わ つた人物はみな広智館 と関わ りの深 い人物であ り、

『広智星期報』もたびたびこの事業について言及しているので、あえてここ
では広智館 の事業 として論 じることにした。
凌更 (1861〜 1945)、 字 は彫皆、天津人、光緒 の挙人。国子監候補博士、学
部普通司主事 を歴任。 1901年 林兆翰等 と普通学堂設立。そ の後 は天津文史方

47高

志研究 に従事 した (前 掲『天津近代 人物録』310〜 311頁 )。
守悔 (1865〜 1936)、 字 は仁安、天津人、光緒 の進士。清末 は河南巡警道な
どを歴任。辛亥革命後 は内務部余事、考績司第 二科科長、直隷煙酒事務所会

48王

舞な どを歴任 した (『 天津近代入物録』22頁 )。
福生 「点校前言」天津市地方志編修委員会編著『天津通志』旧志点校巻

49李

(中 )、

天津 :南 開大学出版社、1999年 、495〜 496頁 。 これ らの地方志は現在前掲『天
津通志』旧志点校 巻 (中 )。 (下 )に それぞれ収録 され ている。
50前 掲戸部 「中華民国北京政府期 にお ける通俗教育会」

*本 稿 は、 富士ゼ ロックス小林節太郎記念基 金小林 フ ェローシ ップ2003年 度研
究助成 の報告書 として提 出 した『南京国民政府 の成立 と地方 にお ける社会教
0修 正
育 の変容一天津 を例 として一』 (小 林節太郎記念基金、2005年 )に 加筆
を加えたものである。なお、加筆・修正 に当たつては、静岡大学人文学部 「ア
ジア研究プ ロジェク ト」お よび平成20年 度科学研究費補助金若手研究 (ス ター
トア ップ)よ り助成 を受 けている。
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